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ベニtン カラ入ケグミは永〈受資県颯ヶ準の時な種として‰られてυた。さミほ

勁虫マリP∩ をし寝、ひぃてほ縫看狩tし れらすとぃうたレウイ■イク名^倉 粒 坪全く常た夕tt
れ鬱〈暉った。虫乙が条ι剰[じ たo住 ―のグkt rJう かとB、 っていたら3`|↑ うまくでt

ていうt,の で`昭殊。夕′年嗅がら岡ム県びキ魚人始めた。たぃぜ広島県びし彩にねたり
FFn千

」
む堕ウスフ′く狡ヽヽたりt(´ 挙にΨ口地方が胸光tハκた。この時は去澤 岡山 .

た島 、`ち″(`い う分布ダXが 伏たこれたが、、ん7氏 県 久年屎というの1よ は,tり し■

うしウ象が辱ぃ。しヽ■ウ不鳥数ずほ|よ いが見うがってい尊いようにもう。ク, と多数日

前につ1%に た姫際見颯同場など てんヒう0し "施、
`,に

は/979年 2月 兵や県只

彙,,で ベニしンカラス漸υP ι―行だ1ナ 多ιこれておりこの記争が二しぃt/の rふ らば初
めての記銅こ辱つて思ぅ。日下燿謡t多 いでいるが颯t象男Pの 打ヶアリ |`=ハ 自身夕g

つ丈Lド キセ1采 t在 こιウあぃじヤtさ あまりお″fが で'11は い・
をの後血〈脅饉れて静囮県水窪で孫漱(こ こつ7～ ♂弁前1し しすマッ新り「で行って

ヽ`ろいだ。)長野県申イら歿肩τヽウ花くれ●。ことが一る東急に速1く 、β

`実

に彰魚オヽ3た メじ

はぃでよく言

`是

塾に
"う

3愛知県r漸こA・ ひbι し、ぅぅわ tほβ宦諄でこなしヽ。そのし

tし |す なえスイ自そみ法n辺 、二壼県欠κ谷ヒずぃ分愛/Jヒ こうτクルつも`ってtヽ ぅ。

洋姜吻ス本ァレの口|ヨ びもそのイ灸博|ら スo、 ′忽島ピ糸人てぃうの1,同 %の ヒうりでしがし4t、

島びはりっこう多、ヽように開く。
私18べ 多tン ヵラスの成弘`■2響 tが 豫ぅにことがなしヽ.飼骨はズ山しんが粛虫

t承 って行たぃクのヒカ`ねがねちんてぃι。昭和53年

`月

2日 、会社ヘイ子くつツリ
で、島RIぴィテったが″1車の故峰τ不適しいうJ「it。 これ孝ヽヽヒ早igしな社|ミ 電話して,

一
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ボう[ヒ にし,上 夭疑の空。下、その足で涸占県へ車[ま わした。
ベニ毛ンカラスの♂は5月 末3■・ヒぃわれ、一寸時洪]は lLい か憾

セえ、tt、 どルはヒこうがたいのがし分がら■い・以前功1あ 人
山ち・たヒこうへ行,tη るミとに たヽ。ん執レに若ぃて各■斜面
をグリ鶯めらし、布ら|か のクロウメιド`キがあら.夕 にとってみ
ろヒt′ うりρがたんで`あフた,か種のりPほ た

'P直

イたは)ぐ いすιけ
たぃ■縁りでをの指jたイa卜 尊りでが又及ιlし 句う。あった,Pほ

含『γ:|,11[,,ちよ;『ζちヾ;|||″子
つ
てL「 lLit麦[1｀ カラスラノミ)

(x':1u

った。べ多tン カラスである。1嗅 壺tt逝ご多,たが/・Tにゼしヽたり`フつりヒ

`隠

び立ち

すく`に見失った。場の当たら塚じ斜面{よ 嗜く見通しが彫しヽ.

しばらく歩いてイ丁年力`前、ズJ4,Pを 見つけた場野年に老ぃん。そこほ/頭であリタし

几B青 らしがたぃ。マ九や久ヒルって有進毛λ理すヒイ可ヒつくい日の前のコバリトネリ
コの集め上1し べ`二毛ンカラスの新鮮■♀バ止っていう。よく見δヒすぐ近くにツク

/♀ いうミヒが分った。難はく2♀♀tオ ントに入燃フ'ラ ンャーレに吹ぶすう。 目的
け遜したので'ミ 六以上燿マゥリ;り が4く

`わ
タリと思い、あヒは衆り採[ラ とす

.に

存十面tし季りた。この酵午期|:司 lЪ なつ県の端境洲で春の味そうスパクロも当然終り、
うラゴ'マ ダ ラr」 どけムていろクののイしのごフイ |し 入l_1す ケ ι早しヽ,こ の日得たり几

たりした蝶け、アカシノミ′♀,/1tン スヾノ2舎舎、メスタ"口 しヨウLン 、テングチ
ョウ、し/キ アケ¬ヽ ハケひあった。

岡ム県でベニι/冽 印を初めに沢山株ったのは1｀ だZ 小倉豫というが、先畑37i・/3

め て十分月 の近 〈にイit」 ||が ら殆 ん ど'′ 直 1=リ リ立っ焦打 十糸、あろいIJ 6米 1人上

のプリを見て、しがしこの力いケの上の力lt′ Pが天あついていろていう
'そ

t開 ぃて甚な

驚ぃた。ビうtて こんリヒミう1こ 幻れがいりに分がったのが?

岡ユ1県 のただけ万灰姥帯に一致 tて いるが、これけキ げリフロウメι キヽが万及

〃常に多く分布ヒマいるためと思ク。夕当衝七歩いてしヽつと下^方
には〕だノ7り う

/移 ド青ドゐうド俊を上n方 の盾仄力 の課ムtい b`よ うな ヒミうではキピソフロ

うメしヽキlt tt b。 キげの方が枝が六 く赤ぅ17い 。コノヾ のオ18溝い 糸`日〈入りふ■んで

ち
｀
り、1■ も吉じ"に 上しべて白っlγ ぃので

'Pけ

見っりにくし`o しが tガ
1ケ

の下η万のコ

バ に`も1「 ぅ こう

'PI↑

つしヽ■ひろミヒカやあう。

欠イれ ビノタロウメιドキというガ`けトヴしゎろ{外丈権りもクリゥメしドキにけ

壼笙ぃ■ぃが著乱のクロゥメし、キヒ哺鮨分おしが■う。覇誕ネ刀岡山の人がイボ'夕 げが

リオ集|て いたという託ウうr」 す
｀
ツ多し(コ ノヾの方がイパ'夕 llよ り初、てtへ 3が )太 7反

疑[°有じ|卜 ;身夏[τttrlti7:浄 (‐ :'1)4千 11,;じ ち711;Ⅲ昴′塚後t螢

'ベ

ニしンカラスの場合|す がケt歩 さ2っ てたにタワ
'メ

しドキt採 してぃらので'

⊂
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ある。ιハι実際に応仲々見つから鬱いのであつ。プ方で0さ ズォフでつウラノロ

ガ`ンでυ固周1%■して “あれがたさそう
ソとしヽう見当tつ すて見て/1/〈 .ク ロウ

〆しドキけ日立tr」 ぃのでこスができrJぃ 。夕zの カンて`木のありそうナょ場7i t歩

〈しかりいのである。万窪かにがケ́ 上の方マんが発虫tて い多とこ多ほ見」証しぶ弘
くさすがのクロウズモド`キでもあそこ|こ ミヒロにつく。池の人が/ヶ なぃからで`こ

れ うヽ場「†́クt日 ねには,て 湿ったもピめところなどでは集中Lマ Tが見つゲう
こヒがあう。

イパタけ秋lt業と殉tて しヽう時など遥2く がらん,ヒ 欠ltよ くクロうメこドキlt見

える。tょ ぅか下∩秀がら灰しろヒメギしパヤマよくイル`人て見んろ,あ れを7ヮ うメιヽ キ
ヒ下ク`らうヽうもヽう言ぅてがア[よ じびり専んだ'メ ギがヒいうミヒと線りιす。岡出
によくめら木ですワクのような幹の木があり、(ン デヽ 一だしし閉〈が不詳)こ れが
またぇによく仏てしヽb・ ミの/1Nは よく根本がら切られい う`ことがありその強度ヵヽ
ら考えて採,「 卜友人た人が杖用に切ったヒばもんすよい′

れがベニ毛ンの旅9Pに 行って大名戦tし たのは奈良県J自廿子名でヽあ)、 全く/ワ′
も(彙 7祭 には′かのクロウメιドキゥ)見 つりうれrJが ったのほ二甕県大杉谷でぁ
つ。ミゎミとt′ンにまく≧セKし よう。
宗え県伯母多在という出け大7罠府立大すの生物嬌1究 へびビリしヽうラ里由り`短らはヽヽ

が毎年合名なんどtt、 調査ttて ヽヽろムらしヽ 。`この研究裟め二承票人気が圏山

めベニじンカラスt孫,p後 ,糸ιイフ半島にも、ヽちいがリヒ考んて柏母与毛のクロウメ

ιド`キのあらヒこうへ′言ってみたらサゥマイ具合lt 9Pが っヽ て`いた。(/ア 77年 ι彙り,

その愛各今日入に暮麓同じ場Fi t訪れ多なてぅ効虫t宅たったといぅ。簡単りがり版外l

lの 報ちがあり、lη 出のイロがヒIF鳳 衡oW夕紋が只アようい うヽようりことがらヽ`マ

あ った と,3′籠 づる。 こぅ労 IJ人 限 の一:,の 人 にな わ っ てれ かヽに この 同辺 が潮商々 これ

ていたらしい。れがイ了ったの1び /77δ 年の秋′さヒび藤岡 月ヽ、倉 .ぎノ千、●訪民に確
一
^関 西勢Ztて 同竹tた 。

レ
lナ

ξ↑|::纂I看I仕 [ζ ::ti妻う1li稔 ;:子1禁「 1:|テ |夕 ↑

・

ア
方に日t御 りて“あれをクロウメー〃こつヽbrャ ひて疹原んにオ寺,・ こさせた内∪↑L
し〈クロうメしドキであったし、ついには初日の夕方 ウう争んが見ルない嗜さの
マで|が っ木がら

`ο

甲経nベ ニLン 1株った。
その友|↑ 机寃であら,伯母み奮ヒぃう峙れだけていネフ日にtて ,Pt株った。明日辱

その4す 進モ採しセ2す れば9P11ザ 7ザ 7ね うに/1C違■いのだ。牧が`アレンドづろ
うイスキーに面十tヽ昇贔、翌日け雇畔でヵう。それてし,Pは逃ヴ暉い t、 あそこ

^斜
伯に行けば、水にしグらf」 くてし、、ヽし―一lけ t`ど う`し■ここで`あろうのフト日小倉
氏がらつり

「
ていう斜衝一帯t3人 でかはり歩ぃたが13こ んじ  クリウメιドキ

t見 っりЪtヒ がIで ■がった。||、 倉民応2～ 3 9P t′ 1ヽ さい六で'イ尋たのけて"あ った

○

|
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し、道3卜分、ヽのィンア■水で日和っていた議岡んですら≠～夕′P孫ったとしヽうのに

化はっぃな|夕ρι豫ムなが,た 。それでし請めず料衝とすクと上のオまでつめ、岩

のPBaり、ら形夜く枚産張, rtコ /ヾ ノクロウズιドキt見 つけ, こ来むつレマヽヽろとい

う畷t力やしたが′りもな け 1つPも ついてれ ず、この水に秘力ち い とが名の気力t

有ら4t、 あヒけ時々虫■くうクロコ
'マ

チ,う t漸り 方に勢力2向 りてt事 った。

ネットし特っていπしヽとぃうのlt。

時Iす イ易lじ 毛えtて くれるものぜその年角度瀬熱司κも`ら“もう́ 晨イ色輩み舎ヘイすミ

う
Pヒ

声がも`が,た 9う は今晨行げぱ豫れるだろリヒ準丁の隷拠も■く考んた。岸肇岡～
|ま 前日夜|こ ネんして珀り′卜兌 豊ヽ承氏け現地に直行し/習朝あそこの嬌のたもとび"

ヒ%ゐ 名 lfみ た ぃ■こヒtt託 で約 tて 審 る。翌 日暉な爪雨で'ぁ る。 こ人 で1寸 ダメ

ピ tょ うヒ」た日和って近 く家を虫た。現地にるいためほ午後の2時。格のたシヒ

にプ|レ ーのシビックのイはあつけずがながっr_。 ずっし上のオにイ子,て ケtオ果すが'

メギしか見当ら■ぃ。旅囮んが `′ ベニιγヒlaじ'空 気亡吸ったのだがらいヽ じヽゃち

い も`。')と ・ヽ・・

1ヽ 金 室ヽ原商代応酌彙iり えll Fべ′商ざ巧,て そうだ。この中で,ヽ 木ヽと見つ

けたが救が濡れて卯がよく見ん″しヽのτささそう■ヒこう屯卑1`績 んであ,た。こ

れたた 、おで見る。務、、た ミヒに業のついた外えなけ泉|ミ 見殊 |が 多く2度 日に見又

も3離 日にらてし有印が五カDこ れ、その晨し
″
このかけ誰ド島たが"ヒ 昴問され ,

れ哺益 々自花t案 メ ぃつた。

グ日tさ 1トスB青 .れた■ラ頑り| クロウメιドキt採 |ス ケく。もう1日寺間ウ歩しヽいヽ

うのに全く見うク`らはぃ。も`と見上デたがアの「午ltそムらにい外0ヾ 見っがった。ま

れメギのヤロうか■ビ急ったがイテってみ6と 7● ウメtド キで嬉tぃ ミてRこ の本

にはリマんヒベニこンのアがついていた・バラバうit歩 いていたはず■のにうぐに

梶岡先ヒ参承気が糸卜.ノ l｀ 倉κけえ石it〃 株ホ)tた が''と 憂〈ス{ マ通り過ぎた,

この月7年け蒻Rい 場l~4で クロゥスιヽキも3～ 午本 しかつひ。そのクロウメLド キ

もついている木時́ 務太こい 1本 の本のケけのである。ガ
｀
りの上 1ミ 九ねたクロうメ

の人木がありこ人と―寸見ろヒ,p裡辻がぃくつが見っ力ヽ た。ラ里由13ゝ く分ら匂ぃが

絶 fろ ユ
^ベ

ニLン IT r)も ょい/1‐ It集中 にて,Pと たむ傾 向があるよう Iミ 氾んもり

殊ム|き 第′回日、萩しヽ木ヒ鳥っても/解 しイ号らスなかったが、そオlτ その近Lく l■ さら
l・ ょぃ木が'ぁ ったのがクしたちい。イロ材喘失ヵΨクナょぃので'た

'Pす

る木が7皮たtた るの

であうウう`・アイソさドリ■ビほ
|る
い人の■つぺんにとか

`ρ

をたまりいが、時に人

κ生することがあり、このような年にけ夕の乃〈下叔ク`ウι9Pが天山係れる。しサ

マツもこういうことがあろヒ闊くぅ
午前ヤはこれでなtま いだったが昼食t住 って体力がロイ貝し′来にスぃ場「ケはと

見型t各 こ々ねぞヒ犬めた砺押いなうことにほ)た。た1憲 藤岡んと 誌́に歩いてい

たが1斜色{t象 りつくビウうんけ上ぅRこ ■い。何かかたいクロうメιドキがあり

⊂

⊂
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~ベニt〕うラスのIIP国 に 島へ名知県歳)の た‐ル景観戸

徽竹■をt旱 <赤得tr」 ぃとハ呆t拳 げること|さ でコJぃ 。ダィtン ほ羽ヾ覧芽に,P

塊と作ること町詭びt‰ ってぃるが、場「ヶによってけ]ナ ラのた坂した族の林暇芽
だ,た り、ヵ/7の しコバエめイ木B民身だったりすう, これヒ同じことて`あう。
約束の彙合のB寺間o近プ、、たのていううスろうヒ13, て歩ぃていうと7ロ ウメじド`

キの大人が日に＼ぅた。こスloつ ぃ又ぃぅかしした千さいて13っ たが時間がすよい。放
tイoT本 もヽ切,て 月にかつき

｀
た斜仰を下,た 。藤岡んヒ会って“省でこの人t見 よう。

⊂D I:「景争|;｀ 子)・ち::キ l力」
′
;I夕古『1,2蘇 |:は :｀えr,「た手:,揚肇l

'P噂

2へ 39Pず つた:れ ていることがわぃのウ面白いヒllっ た。自信淮村。ょぅに
争へ5卵 ヒいうものは′ケ|∫ が,た 。

島 :1.17〔 ギlI〔 1像 傷争∫:3:県

人木多谷へ4テ っ た。 この時げれが中でよ気蜂,]

仇ヒ合え した。大杉 谷の入口逸 くの天でをた薇
ていうとぃうので 2日 間泉臼日に歩き廻 ったが'実 に1本 の7ロ ウメLNキ し発見てい

せずん敗した。キリンマミドリtケ tし 1ざ いただ|ナ であつ。
婦,各ネ燿反ヤの中西ん男気のこころにイって話をイ硼,た ,1民然に毛見tれたつの∩

ようで九け“いぃチの7カ プンタヽあリキリシマlι えぃヒもって迎ゲくヒフロウメL
ドキがありをあ水々ヽら萄筍ρした。た´年し何りが琢珠 卜がるハィιにクロラヽメιドキ
が 13ヒ んと`見つがう好い。京方,の s九 ウ大7晟 oけ 氏tイ f度 が夕υ瞬し、効虫の時其月雨
の中とす、`ふり需れに■,(』h理 ,Fリ ピ木がんりがら「Jか った,ソ とぃ、ヽ凝後に

,

しヽくつが,pが 見っ

がう。 児|コ ノタロも

豫 れ
'11が

った のか
｀

た し
い

られ電 い程 で

ラうう。確1司 気のをF
バ|す ぅが下るで見
んろぁでそんで行
ろが'ltl名 にかt消
さネて乃り`りい。
何本いのクロうメ
モドキt見てしヽう
内にんに記した諫
い未に集呻tて 産
0と いうCを増々
絵くした。ビフの

,Pt承集する場合
その場r午″に颯る

写
蘇171鰊密,

摯   ′.
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/ミ カドのよう|し lさ ぃか尊ぃでしょうメヒ
`″

水たのに1す 場卜った。突はこの午5日

呻饉気にお薇いして子供色れでイア勢市oざ わドアゲハを株りに4Tさ イオ頭が採集した
ミヒが`あ,た のであう。

衆決象の,Pは 25年栞ノ月に東京車ス動に■,た めて鶴調山T」

`・

!ミ イ丁度がクロうメιド・

吉t株りに通ヽ`佃htた。多くのイロ林が11イじしたがんボ矢起応・ 口″Lの ようににい

ooが う長いものまモリスが入tく 、矢Uも た。こくてどちらかしいんば
｀
口曰た|・ 血

ぃように記 ぃた。興味采いヒ忌,た のlτ 泉血W夕練b列 矢 tた 嶼♯型が有匹が羽ん

し千しことてい多う3ρ 才□地方こでは このよう■4日林 と娠した こと力やつし`o南精″対 たの

tハ にはこの自

`☆

が拡大したタイプがあ多が、麦収め起ミろ翡貯ケが同じでしかも全
く喜しの現象とぃうのバ衝6い とこった。
効■n ttttた ことがはいがZll合 簡単に見つがらヒぃう。ミャマヵラスシジご11じ

~ラ ンクで`よく寄にれ3の でベニモンもこれとやれば
｀
ぶ場のように考ルぅが足場がし

、ヽヒイツにくいわ`もそれ科い。

'Fと

採 tて いうと機綸す。幹から蛹へ々 ラがよく見つ
からt令司喬tて も7り うメモ キ`̂ 杖上でウ熟4し すうこしが多いハで自然1だ もでもあ

まりう
"tか

わら略いのでヽ1「よいがぅ

戯虫に,Pと こitう ミヒも容易でれはんにれした2讐 11ノ のど'~力 ~に 入九ヤ
に1り晏に拝 したコバ とキビノクロうメモドキこ入れてぢさ 20日 奈りぅ間R多 数のりP

t産 〕した。諷虫もあ孝り動t｀ ず大友おヒrJし い期kヒ いう′7象 が強が,た。

さ

'テ

昂ふ

ILλ

じ [各 薬 :I段ゑ鷲雷 {|、 :′貨 iff′7]ヒτttttill往

'ィ

I

tけ 明 らがトベニtン ヒ嗜唄与う́ 藤 日ん暉囲樋 の中 で'別 待 ヒ哺ttπ いろが この

ものの工林 嗜明 らかなけ
`し

。` このミヒについては下晨・I・ 5θ ν′23に もうね く各

いてあら
^で

これ以上|す もヽ`ね■、ヽ。晟t衝 白〈■ぃる杞´́ つヒtて カラスシジさ

の 7ロ ウメι ヽキ ヘの″雅Lい たり,ヒ tヽ う・T資劉七しあろか し ι策感い。

← 27′ 本公戸キ胡れ象台/争び力カア|ヾ ―トケ02)

1移 ,牌 :1。

当

黛111赫 [L千 :プ
邪 ヒな ん卜おこ孝tひよ、卜 肋

lψ各竹I力
jl′そ跳ち[箕η」「み毛れクの7に はぃる縫萌■虎アコだでう。|

|夕 のへ夕可郷 ア∫んι“が倉ニ モャ 3ヒ い うハぼ明らが句 ヾス だストa,■ のです力`  ~

|]ザlす:ダlし

'F朱

1島il,勇み::l]i:|′
ililliil:::i::1賜 わり、長いあ1っ きεぃこしたぃと考え

⊂

○

臨語浮りΠ胚 ~◇
~~¬

‖野氏ヒガR采 ん卜ぉこ孝しては、奸Lい 川街
|

|(企画 逸静 六  茂戸役F)    ________― 」
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ウスコモンマダラ
n

I i rU.rYtft/C( !,i ^*\ o' C ?,

楕杢趾
日本卜は、省方ヒフィツピンがらウスコ■ンマタンがでってこてヽ る`。

マグラタョウは、本土
「

1な アすギ
.マ

グラノた、日本全体でもう種しかヽ`■tヽ 。だ

りら`コιンマグラガλめ蝶 とりうと、ゼЬ蝶て'1黎 集すうしかIJい ス来選乙て
Ⅲ、牛寺Я」■1`夕芽Jヽ

ンターヤ菱L球の厨え家τ・f」 |夕 れば'、 それがウスコ■ン7夕
Ч
ラウ` コtン 7グ ラ(T

βcPte■ triοπお)か  ごナミコ毛ンマダ`ラ(丁 .hattttα )が りんて、あより瞑

味ヽtオ寺ぅこともぢしヽこえり。

現に、経岡氏の畑 倒狂(3気 言」tれうしいう託だヵヾ)の プし―卜に、あし が|[ウ

スコモンヒざすさ]モ ン(以 下マダ'ラ 1'ふす)が 朝ぅて、ヽりがら、両維のヵ亮たが

り危tイ静言ιt(ピ ちらがと、ヽりとミナミコιンヒし)イロイホえヌのよう鬱表つらitは ,

ていう。まt共 同免の主婦の友社の枝 索図鑑 てヽば、フィリじン愛種 うときウスコ毛

カ イ圏体 と丁 lr4仇αλα 2じ気πらλceユ い は肇あ 記 × )ヒ し、 シロ ]毛 ン■ 3晃 魯

(奮浄釜名子示r)と与ぇてし、う。こネほ、フィッピカ ら`の城К先来の利でありう。

そtて 、丈、/衆肴社の中
1夕 吐向l■ の図物虚には、lτ ぅきり台,電亜種 うttヽ ウスコι

レが、16%kヒ tス れっていう。

δ、 て、迷ウ業tttT究 にてぃつたにしておネば
｀
、台んのウスコじンとフィリし

θンの
ウスコLン J、 かすより異りっ ていうので迷ソ某nバ 晨

"と

を外す蝶の1っ となり4て 色

自tヽ のではりゃ`ぅうか?その上、ミナざコιンがθ場にけ瘍 tttヽ なぃ孝ヶ iと

媒ハ|し
_ソ ■を展ぅ|っ ぁキーにrめ ヒ慮ゎれつ。し″`と、こミで`1寸 そうし`うれ 逆

/2す うのtチ マ́としてヽ い` にヽ、そうしう賛象です、う≧くの門タトラ史である。
ヒにがく、)｀人Lの ようIJ t尺 て、「タト|コ ハ蝶」ヒセあっ|す ず'、 コ■シマグラ類t/.し

,じ■目tマ欲tぃ 分であろ。

ロ  コιンマグラ石 (丁ごr比後θりα)と |す

コτンマグラ屈には、 9た含ま歿、そのうちノたが、東南アグアこ生急tて いる。
そtて 属n牛旬ヽ生1よ、laeορβιβら f ρarα ttttcα /i3(ア サギマグラが入る)じ 、/ie

ι気のんο∫I″勇(カ バ`マダ.ラ ■ど)と めΨ間的llL噴 セ持ってぃて、夫廻の者、、色t

腎kく と褐色茶め7じ ―プ1・ 近い0で ある。このミし哺翅の青t、 しいうミヒカV、 コし

o,ま :Ⅲ筆ξ]鼻考1:l[1:名ら2′サタ;[[]19:ムL〔↑F:ふ確争ζ、と
白ぃテーマこ芋Qザがりt〈 う。

腸ι系ぬデ|し プ́は、7フ リカ、アグア、アメリカの3大 71に わたつて分布 tて
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おり、そ水は1)l遊れ色の物呆t tttて いうようて`あう。ヒこうが4色へのグに一

晟∫:」ヌナ跡う脇Flんf蹄」11)`;層)rf胤雰r?Lメ稀 1レξ‰
博ビ、分類的にちぃといわネうグ1し ―プが、東南アプアがらオーストラリアに7R,

て分々 tて ヽヽう。Tじ ra tta」αιす僻レ点、でし、ヤ間的であり、その辺にマダラタ
ヨ
10子写 語 [!手、り7∫ ti‰響」11'′ 1げ 、コレ マダ毛 の雄 プ

tす の一陽 のしめくくりl■ tて おく。

(マ ガラ名ウの象条む樹〕

Dnhaus
ヒ比

Pι
οOα

⊂

( R*d",^r)3

Ideop^sus

協嚇

L d"ru

)anai"nae
(マ グラチ]つ 口針 )

Attctitttac

(二 tし ,うこン受奮十)

Ito^',inae
(レボ

｀
イラ亜付)

Dαπαし決ac の原電と
旬
―
リ

生

山
商

仁
嵌

“別

　

ヽ
０
．

の

感

が

群

て

う

州
”
加

れ
憮
孜

か
も
し

夕

ｔ

ク

ノ

ー

ー

ー

ー

‐

―

、

nA-l 
Lrrrrrtnjln nru,s10-

λ f∝
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擬ttれ るい ぅュ lき 、わ まれもtの 言正0日 か?
アゲ,ヽ 今ョうチヽは、ィタttt Rち ぃグ/し

―フ・ヒtれ ている。 そのアケいハチョウ斜 よヽ
同じ7デ |ヽ 今ョウ料のキt持 っものヤ、マダラチョうに擬籠する.ヒ ■うヒ、蜘と
進イししたア|し ―フ・ヒ見■tれ てぃるタテ′ヽ今ョウチ斗ガイの中で、マダIラ チョウlS tltに

古ぃクヽ|し
―フ。のように■)■ ttう 。そ(て 1司 じタテハタヨウ′嘲れ 中でマグラチ

ヨン`に凝態すЪヒヽヽうミヒ1志 、まろて`原始的■イメープ在マダうチコウはキ子っミヒ
に■う。
ヒミリ｀`、ミミに11碁 したがぁって、どのィ立̂時間があ久ば樅篠,の 形賞と運仏多

の中に組ヶとんでじりうのかと、`う孝が夜けてぃぅ。級の言蔵・たは、人獅勤v自 分に右,

むn良 ぃようlt分 けてぃろ1本 の線に並生き.な ぃがら、当然その砕IJ友 イし(て いくι
のなし、人、現琉によって翅の紋榛が友わらrJぃ ヒけちん〃tヽ だ́から、コ毛ンマ
ケうるは、本来ラK tt rJネ島色不だが、りくぃる者いグ|レ ープitミ ューラー擬化して、ヽ
ろとしヽうこヒ1専 ろ定ていtlょ ぃ。

Cが と、ス́ えて呵
`、

リュうヤュうァサギマ`ダラrJぴ υヾλ Dtttヽ ダ′し―フ'Ideθ―

ρβtt tt時 、青4永 e∩化にオオゴマタうにイ仄う白ヽ ちヽ業し含まれろ。そうfjう てIダι―

θρsぃ るの甥この方が、化のマダうにミューラー薇能してしヽうい うヽんル多″ヨ <う

てⅢあろう。

だがら、からまり合って及たtて ぃくこの糧能の謬7蓄譲で、イ疑善想tれ るがらヒいぅ

て↓ヽずtも 古しヽて|す ちん専ぃここだt夕 ll lつ の孝ズで'あ ろク.

ミミで|す 、1つ の現象(自 分
^不

勉強がtし 六ないが)を あげて終)ヒ 寸ろ。
I tte∝ (オ オゴマタラ属 )′ Eに

Plθ
ea(ノιリマ′

・ラる )′ Pλ ratttじ
`ぼ

アサギマグ
ラ属 )′ I de οP stS/絲

tは ァゲヘ ケ ョ ウ の さ ミ 、ックが み ん t、 丁か ん仇′ノ久 ャ ス倶′_

sじ a lt崎 けいこて。(T.子′rttθ saに観態する0の がある,)ハ πθβια f丁レ́
“
徹aでa

にlτ タテ′ヽnさ ミックがちみ在す3と しヽう点である。
ED ウスコ毛ンマタラの通コス種との摩7条 ヒゲン中
ウスコL/1び フィリピレlι 於いてさすミコしンに非常|こ小スていう′/L・/kて ぃるとぃ

うょ1)も 呆tス フ1緩がヒ考ルttろ ょぅ″イロ林レ務在つる。 これ|す さューラー撤得
ていうよりも絶 ^分ツしの過程ヒとらんたえぶ'良 ぃだろぅ。このこう″(循 3たの兄分リ
方け被文i TS眺・ェ。フル.2夕。2ξ8合イ考■参照これたぃ。

ミミでの問薙Jよ 、この属の3つ の広場かキ絶、ウスコL/1ミ ナさ]L/、 コι
ンが、構点におぃて同たが、やヤミtく 暉らヒぃうことだヒ思う, そtて 、その/

つが7イ ツじンで`のウスコLン ιミナミコιンの分離で1の ろ。
そtて しうノ,の 間麗いよ、うスコじンbヾ 、マし―半島、スマトラ、ポ|し 希オ、1ヾ

ラワンに分存七ず、コιンマグラカヽ'、 その空間t′め、丁反そのあたりを分布限界
ヒtて いう点であろ,、 いヽがん3■ らII｀ 何ヽ故スンダ うン ドにウスコLン け分布t
ず

'、 一充]Lン マゲう略何故スンダ
｀
ラ/ド t超んて進 〈まで勢ヵt拡ヴられひがっ

―    |

ρ
つ
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れのがヒいうことで`あう。

日 コこンマグラ属 (丁か4年α′α)M鞍 へのおも戦
'

ドンキホ~テ ようとく、コιンマタう属の発生、拡散、形の坊Mも について突つミ

んでλようとすろヒ、清しの薇糸kか ら楊色添ヘケ/t/ttき た遊才ヒ考んうのて、建ι

に褐ι系″`らざューラ́ホ善St【 tた なで、店応i2と は,て しよう。

“
城λヵο];lil『ra(IIイ′:∫titアまゎ|、

ユ
:∫ ];II:[|し予

`'そ

I」:劣|[サfri「

ク
:[1・ Fttli反づ在t立 てて, ガ密 ガれぬきの方向をこめてみうと、準卜`すじ'と

黒ぃうヽちピ.り のク"ノし~フ は́、メャンタル`の中で|す 、採護ιヒは,マ いらのでばりい

グヒいうことであう。孝^あ
ろ蝶が、採議らを持つこと|す 否定でき尊しヽミこにEん

ろ。(逆 に保議ιに■ってし`る江 0月 ιすよいが')そ Йが、進んの中で瞥載色め褐この

方がタロになり、7.ん 気́″Mの ようにアフノカて"は褐0イしに反効と、ハπθβ
'α

グ
|し 一ワ

°
にオ:逸 tて いぅた ヒオん 多ぬである。 ιシかく、 この問題 は夕後 の厳 う工

=
イなっルヽスタトに117ょ ぃので|↑ めらが,

ロ ゥスコ毛ズ グラの分今
えJt t角久れたコ毛ンマグラの分布の製い中Z“ 1コ ιンフタLラ

|す 、人睦がらスレダ

ラ ンドにχニム して行 ってそこで峰 宅角て、;わ かって止 渉った しいう7//の 理解 で一元 7//

tす っくが`、このウスつしンはそう簡単には説明がつか可い。(/`ヾ ブ́`のウスコι

C

シマグラハ徐々 図tみ照)

ポ|し ネイψ絶 が
'′

K晨醸れ,″αん物″″勿〃β ヒしつ のがあろが、ミねけ不

明であぅ,ゥ う17が く分う毎いのが、フ/リ ピシぴあう。|レソンん、マリンド“ノ

ヮ多みずネデロ`ス島|し 分布tて いて、この分でヽ`くヒじしベスヽミがりてゲ布がつ/」

バリ可能1卜生け否たなきT」 い。 しり`し,た ヒんCレベ'ス ヒつちがつた|し ιよ、ス/ダ

ラ
;`増;:し ::〔

]:|:iι

;lllバ
tlおII11:':'ぉeβ で、 丁 じsl九θじ〃es力ヽ、 こ の空白夕も

孝と何が闊孫が'あ りそうだヒt｀ う点だ1す しが分らつい。

Eヨ ウスコ毛/7夕
い
ラこ各霊裂:に つい【

(a) sSp. !,rmniace Cramen, /?7{
t = Stp. qtulat'ia Fruhstot^/er, /? /l )
/ - ssD m,Or.iria FruhSLor{"r, /7 // )| - "'r'

ひ骨争汗纂8纏t玖場蔦1為そヌLr静
島

H景」ifi:lli]liliiIを ,i前拠J篠位 の2っ のすじ状の作丈し、そ

(写 真′)



嗜イ坂しされう。

入ttは 、ガマ頭種と真に
夫さぃイ固麻が多ぃ′

(フ 哀|:β 港た)

°),こ
Lsケ鰯サ鸞脇脇r″

`/ν

θ)噂 とり
前記愛たり 蓬ヽヽ哺、前t‐l移酪たの2つ のすじボ薇が、全荷するが、そうですよヮ糸

ti lly~ァJく とも一スハうじが'、 その外4則め点と結合す3て ぃう,

イパ
.か

ら中|コ にかけて、してし灸わに鶏つたフ雑 ヒ移ってぃて,索λめクの1奪

ビら体的に
'者

t｀ 嗜 じと尊ぅ。
ビ.Iし

マで|す 、1容 っをりtた ββρり じ後多:αιοし、こハタイフ・の2型 がliじ 3の で
非洋にこ

^区
別は難凱い。

(ワ

真2:ヵ

ぢι形芝)

11.

fr懸
=  

餃

-7  ・
  

…

^   

‐  ‐

・
 1  ・ ‐‐‐ 」

∠
fJぶ     みll

|

―
‐
…

 

…
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(7玖
3: 蟹lギ、)Σ

(C)がβP,οぃ。Stじ 1受α ttraAs`θ ル́r′  /7/θ   (写ゑ夕′夕/ Z)

辣ヨ夜はんの写真の下のように2じπ―

■:αcc型 で、月ヽさく、4dの 白んが`

家ししヽ。ただ前辺形埓象の2つ のすげ
しそゐ夕M具 Jの点につぃてtび 麦長が

あろので、この霊維の特徴ぃ、1ヽ t

い手、嫉辺の白イし、形徴習中璽に累しヽ

づげネ処ドXら 得い専だヒ3う ′

ルソン・マリンドウタに分布すら。
4ぢ 、外グ'ロ スの個体け、ββ′,

こ′づ“
れιtaに 似 う。

r牛フ
サ|:::ちk」

ヽ

1_

IP          ごぅ

Eコレう
`う

グ臓轟ヽヽNヽC屯】ロロ

―
///・ 彗 料ヽ

・・ 半彎醸鸞艤麟蠅鷺麟艤爾饉麟朧轟麗麒鶯r《轟鑽豪豪慾||■
‐     。

F_Pr顆獨躙祠錮εhi島麟ざ.

語 魃 写鑽 L

FI
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(写

真 ι :

(dl ssP' con)uncta Moo"e , /883 (写 真 7)

尺認Lの型ざり′卜てく、前突]後
`俊

の
2つ

^す
じば普通0イ者し、まれにそ

の′トイ貝」の点が極端にЙ含れるしいう′
後畑め紅げた較的太さし`。

ブっワ身′バリ身′ゎデンル島′バ`ウ
エン島ち ロンポレク島′ァンバワ烏′
すうオ カV一 言老であらヒ

‐
ルιb′ιは

客いてヽ うヽが、 1本 写真oヒ

ヽ

―

′

／

たン″泰”

フ

おりで'ル 薇́ 〆οtt ra 戸́′′st′ ル́r,

/8'7(ι ′πちθk)ハ よう|こ 2っ の

「
^し

は離れたりうう。しなし、もい微
の特薇のうげが系D〈 辱らていうこヒ
|ホ 専い。 このコン感戒討するネんがあみ。

ちぃれ ルグαは、ょぅひ御た帥名ハ尭紋色との壁陥般に上デていうので、いわげミ
の霊絶のキ寺っ為0/tt力 んら、地霊|な ある。いくつがのラ′

`に

ノがヶろ逆夕けあ,そ ぅで

あつ・

(C)sが P,7aneCC4じπι βッた′/737

(=SFP・ fハИAstθ F́e ri /E2ι /2′ /9/」 り (写 真 8)

ssp.cο ■,ぃ 。しaに 仏うが、前翅後術にのすじほ夕lt分離づbヒ いう。

77曳了:管九員占gti3iょが確向ヵヾフちりそうであら,

、
，
ノ

と初
鴻

オ
ん

イ７真７ｒ

ヽ

ノ

“
′
鸞も
「

緻隕隕鰈輻躙魏緻蜻鑽薇議機～

=轟■ %魃ダ は 違:

[F    ll
等 で 責 ■ ■ヽ―

 ｀

′ げ ′   五″ 墨 欝 圏 L

讐
・

‐[・‐‐観

屹hだな鼈ゞみち
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(7哀 8;/解 と
)

c井♪ 5β P,  ♭
`負

ιεれ′α  ノイル́tiれ

前,ミ]後像
^す

じ嗜含イイすう。杉知
呻多のついのさんせきち■くち多・
又、攣タト乱kヒ つぐヽへりの思が,卜 t〈

辱ろしぃっ。
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０
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写真4″
/2./J

以上、か霊種 ハ峙薇と問

題点.と かげてttう 、ヾそれ

げ |っ に前女」%を多賛ぃうじと
この′トイlllの 点、l・ ク■日t′

美1差#l亀|:舅際案[1:び

｀

ヒらたろとクライン■■笏`
tlヽ マヽその面型がビ

｀
ιマ

あたりで`47ひ,て υうより
ぴあう′
」ヽスガち壼絵は、ノ々

ワの壼グ豊ヒ|`gァリうろ洪黎
があうと思わ六う。

アロールのウ集はた、別に

特徴があり、これも液討す
め、むrがゎぅヒんゎれら́
ιレベ`スうψたち麦果に

多計、新夫コヤす端の率丈に峙
微が'あ ろと尾う。

／

／

‐

‐
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十
1笙
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口 おわリトあた,てι射砕
さくならりしヽまま、ヤ間κ衆とむってし,い 、細分ウベ!と しのと統合うべさιЛ

がありそりで1あ
ろが、T″ んtり 人ヽ上の見角F ιtt ι得りり`った′

つくハ本家本晴、大谷卓し民、金トキ柔多ヽ 、、●占保典ん、行沢力、調ん嘩のなたによう

tの で |こ
^場

モ砧りて庵謝の婢 ヒtttヽ ´

森下知形へには、だ■′J事 をなんていただき、さ静のもltたんましん。
た、斎復り資料でぉ世話に月った白メ(隆 九l■ 、コこンマグラ属^分布につし`て系ロ

かく教んて下さぃょした||1島 la召 人%佳 にし礎

"籍

するしのびサ.

tiけ務i:[青 ↑ご妥
り
111:継竺

僣:′
1素t孔 4(itiすi夕 :み

「
庸蒲愛J疑起)に櫂象・

モンマ ラ (T:“ H。ほ li hη 。ヽce)の イな亭薦聴

l1rl?. 12. lt ',{? 
g

⊂

○

― l図
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・
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・
・
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中国株遊 すι
確 凡

｀

ノ、アンシェンタタ方
雲綸のム t々斉、tヽ べ`一lレ が2ん て・、太陽の長後の́ んが鮮f炒 ■`シ|し エット1残

t、 外ちた。夕、はアンシュアの師名^二暗てい、明日ハ孫集に紀`いと.馳 せてタバ`コに

夫tっ |す ろ。

あたけし、っの日だったぅう。錯しれ うもんなぃうしいし・〈ウポ ケた写真が日に
けヽヽった,種名|"ン ブンラボリアダハヒ書、ヽでぁつ。世号びただ一頭、人実博牛り
0夕 にあぅとぃう。衡旱すんけさらlι 続き、ヽゎゥろシボリアリハ属ヒギフ今ョウ属のヤ問
的■繕であり、β4夕 ιttλδ

`お

(シ ボリアゲハ属)と 乙女θ/ん ん́り
`ギ

つチョウ乙 )

め′θθtF t探 ろ上で非常に夕17りたでぁろヒ.虫拠t始 めた人は誰ひもι夕cAわ rttα

属に一離|す 、もヽひかれのちのである。″春のギフタョゥ じメギフタョウ行竹げ皆経
馬々 がぁろ。そん■∫オ

`ゥ

巧置ウンアレシボリアゲハめ写夏を見て夕がプ|し フ"ル 、;'ぅ た
虫すのが

｀
自分でもわり`った。ぃっの日にがぁの′んtα 先洸′な aぇ fヽ2c″ :亡 ≠呆ιに

イ
`き

たいoま だ見めヤロ埃レじけ―・縄この出で応け~一 そルつ″杷ヽだけが一人歩tt
tマ ぃ く ,

ガ
｀
今マ′ ドァが聞ぃて病列(tん がけいってきた。そしそし今回私a夢 がジL実 のも

のヒtて 歩きよ tた のは,青引くさんのぉがりであろ。父親のちぃた人て`あろ氏|よ 、か
め生ま水リリヽ(前 にこの中ヨた7空未すし吉「、がつての九111て

い父勇もと同どき77数にし`たヒい

う。当θ寺の写真を見ろヒ、馬にまたが 1り 部下と従んた父親のイがあるのでゲけりめ

兇Jう にあったらしいのとのことであるが、あふり当時を言穆りたがうちしヽ父親 b｀ らげ
それ以上 のこと|す 開ぃた ことクヾ ■い。右米

^|が
端 の兵″ だ,た ら しぃが 、中国人

1・ 対して,た (ス 差別し■がったらしい。古〈カビめ生んtっ た託t考 ち歩 tて きた
の1寧 、ア1場 ヴ′際に痛

'(代

け十分安全に乃ん虫し、メ後、日ヤPal卜雄bヽ なル́ 卜しな
いB寺代にもヤロからの品物ι扱ぅみえttて こられたこしかヽ 今度の球集イれ 求め
夕であろがらであろ́ //tグ草ていけりぃけパビ『イ可争にもん違烙あうま|][き ことな
り』で件寺によ快3の ,七 テでll索 内ため石露が晰負ιカリら, ヤロヘ孫集にこられたの

1す うッキーであろ。今ITttBllな たでない
'た

り、誰でもヤ日t戒イJrtろ ,ι O｀ し、
山べlよ いったメ)オ糸集ぅぅことは至難のヮザ

1で
ぁう′ム坪ヒ今年、ヤ曰ltし 見虫孫泉

,次ヵЧぉt、 ってぃうが、まだ専だ1471ヨ イ員1の 東内ヤ妥り×久|す てとのってい鬱い。今後
のダ晨tlじ 力`らでむ。
堵J(さ んが7皆 下で`食手でしようと言う。廓下へようヒ露肇がイをっていう。霧革は

ガ
｀
イド

｀
そメイドでけ|ょ ぃっ右引く気のれへ友人分凛 さんの線 で年合は /`才 で'ぁ っヒ

tう ,ヤ |コ たらしく●い大きr」 りヾッ今りした眼ヒ/ぢ 才にしてけだリュームあぅタ

逸

D
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体に磁賜 内でしか浩なぃう,イ ァ駆動ヽ よくれ人合 う。「えさん一家は日本語こδ<諮 亡

う。元メ(いこハうtあ いがら4L寸 ち日本言:が ぅまt｀ 。殊ムはヤ国語がチンプンカンフ'

レ辱めで話がもぅぽら日本語とぃうめl」 人いに
'夕

がろ.

夕食嗜呻引ヨめ家た料理であろ。い力ゆらん京料理ヒ違い、より資ネ「Jtt tい てヽキ。た

が強いた機であぅ。ラ由とネリヽ之ボリュームで少々 屁イ
'」

されたイムけう一ロンホばがり冷た

んでいた。

夕今後 、着氷 民時嗅 tん ヒ名まいヽ ん t咲が tて 、誰 tふ んでいた。れ け―ス庭ヘ

螢【みた。月B月 リドあたりを情く考があがらせてし`ろし
'月

日は天気が良さとうだ。

た′嗜しの麺が颯り、空セリ`りろ勁萄をてヽあう。
1菫燥ち生.』 、

3、 ぃit、 後ゥ`らカル`聞こんた。霧み華である。
Fイ

・T、 考んてしヽ う?… … 』
『夜 滲だ、ガえろ″。押Zに ヽいう。 ~』

ぅぶF2参り
♭
:Y夕 :tF音をこ:ξ lぃ 11ヽl」LTi:[チ 1ク纂勇窯募llill『ス

のこιがらい。 Aへ すJど け、あろ日晨家の泉山がう希フ トtし って下,て くろヒ
.

たハ塚ぁ残ぃ嗅衆さんが孝主をしが,て い
,及去iたは;ィ狡λ妹みス廂島i'た あlt

『 あ|ょ にクtけ し、か1)tス 下さし`。イし

外フトttっ てガンバッていろじゃあリフじんが′』 1こ 。一~
0月 日けムヘ行くヒいうれをF条さん 象́け『 ん生』とぃう。β径クヽに生物調査́ んめ

ぃ『 先生』 ていうことでぼ1方 ホ|が

｀
タトを歩け専い。

2、 ベィバン)ll lし て

アンシュンb｀ ら午時Palで ベイノヾン)l11■ よう。

ンlllへ向かぅぃ つヽめが今回の計画であト

'午

aの ラ画が
`ヤ

ってヽ うヽのが、 卜うッフのタムの七いか、フ貝のと
いミがかガンガ`ン1島

⊂

○
ってしヽらοポーツとにてぃると襲舜のキラ☆う(た 9登 ヒ糾ぃ0んがなり`んでくら,

ウームー ーー ー

ルホt越 たRい |ない。道にりЪヒ近い春のんがセうヒうヒが間に巡り始め、ポツリ

ドツリヒ製黙マが日itつ いてtた。各ヒ哺しヽんまだ彪募い風象の中で曰だよりには、

七しヽいぅ|ず い羽tひ ら|ザ たタテハ(ラ ロ今ヨウが見んう。
'寺

才争車を止め,ひ うしヽ歩
く こヒにした。 二 で

｀
のネ集乱は、各ルの夕非選L力

一ヾ樋Lり 芳えt供 してい舛 うだった。

み ′ごθ tt ὰ
え

aθ負′ らc巾教、 Cθ ttλs預 ,Fィ rぞ れα額/々αだが力a′

押譜詐II仔ち|な:i;!ili夕i》易な:ル:∫i#|『 ]

で書シもをたルわんにらていくがそ久らしき%喀ない。
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今日の去ゃシア予定地けんがらの口|が合流してぃう台地ていぁら。台地がらノ1｀ 高ぃ
出が遠専ってtヽ く万へ上がってみろ,ス■う1り のんどて"■ がガ7が クすろが、ピん
ιⅢん足下ヘスが,て しヽく頑じスに猫足しながら夕たん経の肩へ着く。南斜面に見ルう尭木
のスキマに空多じがみルろ.算 t泌 行わ|ナ てたと向すろヒそこにはウマリスだクサ獅、
(緩不朝)特有のあの集いがあった。しιやと禁局

/44す るがβlルπ:ιぉのぞはぁら

うハズウ■く、日ウ凸に碩ぃた′

省のしこぅΛιどって、一鷹今日の戦スを多周べてみろ。未lXoの 蝶、私の、じ13い つ

1凍 lまケ争,強 |[ヵ舞:LT曰
げいがつろべきてとだしヽつつ、燿曇問̂

プ
をれがと'。 ヒ忠

3、 タン′ヾン,11ジロイ『
B周 けて今日はス気が一量tて 的膜様.孫集は無理そうはぃで今回̂ 計画の目的,t

であろ颯Йねの実地夕で勧勧っbヒ いうことて`計けまとよった。́ 曰す車で走り.

うえ[lτ写|テ l員 ;η覧農うi」堤_iξλ:早ξai年 1'『 l多滸}気 ]、 ァテち11.t
ヮイ暫官(そ ぅだooげ いつでもわれわ薇の?災 ぃのタネである)lt墳間tれ 、ぃ
つもの線tに 言謙動やスラスうでず|こ と`んどκ追ぃっめられていく′ltり %こ れつがら

皐てしまった, これはこっヒん日清、い舞(Eitヽ しでヒ山形県左藤ぴ洪ゎっていたビ

て、啜侶有の前ぷ人ウち(、 六千4∩ ι′の大72モ ロ澤へ奉納 すbこ とに年,マ t'っ

た、じめ痛今が輌■尽ぃたb｀ らlttttヽ 4が ,た 。一~

泉鶴し、日 常 て ぃ ぅミヒで'ス も条知t味方 L又 これ たのが 、友 ´日は,ス メ Jく 11夫 嗜 で

あった。)llハ 南岸に1す 食T狂がたがりその~角が′卜島いょ、lt iあ マはうか遜,く め山並
へと違いていた。一ん道がついスいうというar承 8R銭メ

.見 うヒ照禁樹林があり,

ひてヽ〈う7そ うに見んι。2場のこさと気にしりがら上まマいびって″うことにとた。

栞に反tマ 通 当弓営門けηく、儒生林 ?の 下n杉 り道 け虫.影 がクすい。しカゲ今

ヨウめイ7間 とttりが′アクケItは ヽヽ・たlι すぎなヽ 。ヽιヒιヒラボリアゲ'ハ 属の生

ん環境が自分でつ少めスいうわりでもりく、いき■りにメさんできたって無ラヨだナ
7ヒ ラ果tヽ タメ

1急 がよた。

下へおりて未イ貝りのホ 1゙始 いt行 くとカメート|し /■の人丘上にタツ7林 ウ(圭 しの

が見えガしοクリ7ハ /1/11タ アれらに生えていろ膚議で空んがありそうだ。ヨクッ突進だと

杞う力W五感ない。がしッl;° いところt草 をつう`かちがら魯りつくヒlこ へIDへ とわ

ず
lヵ

■`μのクボさtた よりによ力り こんて“いった。移戦すること4′ 分でなルとが台

シιのヘリ|■ たと“りつく。 ウーッグ|レ イ′千ktへ .オ ーバ`一/k/ク“
h,水のフ今,t茅チ(

しヽイ列本があ)、 ミねこたよりに上|ミ 戯てケぅくり,ころ。

ぃ&角島は警鸞 i準 鉤 果県倉得 :含
砕 雪地盾 け 簾 喘'L蜘 眩

むt"で移」木か“点々とあ夕.草 けまだ褐色だ
｀

⌒

V
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が、そこここ1■ 者、、点ヵ、広がっていろ′うスドサイシンクイヤ間
`種

不朝)で あら。
クリ

^木 影́ がら́ 頭のウ業がしうしぅヒ舞ぅ。羨色ヒ属の夕し夕う教凛ρアタスッ
″〕水につ孝ブtミ ろがり、fみ くもに前に進む。i3そ 切って、、/7i‐ ′本。けぃ,た ′
フリ|し フ"|レ 、

)ヽ ろんの多ハ中に雄がにスフタリング・エフェメう′しが′ついにャったと杞
いl」 力も ウぅくリヒ月匂達申7[た ,フ ーッと(3ιかりろヒ、多/′ ルλ膨ぉで|す なtヽ 。
たクでたルρ tt αでしfょ ぃちア?る のケわりどう(び筋ウ嘔菫ってしま、た。てにか<ド

キドキがヒまらr,ぃ 。
な鍋 こ

^日
|す い 夕もkクトのスフ・リング エヽフェXラ /ι は孫次う"′

ιう一つ|じ 夕裁
｀
ゥ

IJ庵 レヒぃう気持ちか々 錯tぃ たヽ。

夕t輌びアンンュンに■
五日間の孫実行後、隙せん一及に今回あれ`珈?祝賀会を開いてιらった。したた

が0た計週ざた私が現玲月日tさ き0と 札上に水方(ヒ ー諸にイ更陶カラつた。
P馳 ず岬,・ きてぃん生ク』
サンニンヘ向う曰,9南めム々 暉キラキラんろ|||の 夕ヽれでアtlい くつり`4,た しヽ

βいえれとたアJび がt又 ∂み ていた。啄14´ 裳地でんわたら・・'こ れけれ、の本ず
であろ。

5,写真.ス アツン9・
・エフェメラルにつnス

7象ゐウ隷 どり判断筍うかはち克あ|て ぉまがt

うろことにと【|ジックリヒイ七のβl.じαπけみ
でた

“
eЙαθ́チraと 夕隣安に しヽただせたい。

特催篤と,clルハ≠raの 後紋慶先多型とぃう■伊
マツ滋ヽb力 前ヾ翅1・ 第3濯 条がプ鮨失していろο′允翅
のシFう 窯笏三けゥ`。|｀ |て 痕,ホ毛残 し`てし`ろ,後翅
′際りの弦縣丈け上がら菱(|ケ )´→だ(3ヶ )

ヒ■11、 こハ
=7分

だりみるとめ形県たのギフチ
ョヽラ×しXギ フ4ョ ウハ雑欠F′ の様琢霧□気が
あろ。そハ漁3色 可々イ寺薇かう(7ι ″で′わ́力a

′
|,:;イサ型がし(人 ウしヽ。

⊂
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`。

おカリト
長 ヒ々島ズttすんんでいれだいたる 、々げたまたあわてく中日旅行て言十画し、日寺多」

泉をひっくl)返 t人た者潜た、言質にイη薔労材を tた。オンめため′今まで'ハ 言モ13う べ'

てフイ クラョ ンで'す′

『
I;η :サ I:墨 l暮風サ資す1[思rf耳 :ち籍iLl;,1墳

`ILに

虫t朱め
うです,て ?』

ギもつともで|が アヽリ標本だけ|まェ真正%の 本牛りですク燿地|こ
ついマけ十分な

脆采が外ろまでため顔に免じて彬鴻斉tい ただtま して。でIす 馬(が らず'失
礼ι

'す

。
ソうソウ宗物tら卜い人けれお巽にびもし)し ょうが,

珍′声:Pバ カ。そム湾銘コ値ぁろヵ`′』
(千 187 1卜平テ

'平

町3」 日3-3-2θ 7)

キ

ヽ

晏 ま ,),ヽ ■一 ,'■ ま ),

貝1
のり

岸 日 上
代
一

世田か区jし沢ち-21-′ (テノξよ
'ミの晨、＼会さtLて 頂きました岸日です。見虫(ヒ くに大型び美しいレ∩)な ら

なんでも彙めています。今、一番熟ヽヤし■いろのけ聾針のヤのc aυιαム機 び寸9

このシk時 世界で'2θ O夕曇|ュ じしヽち
^で

巧が、今、8夕種集まりました。志 ま 燃ヽなど

ιヒリびりの4資 翅t見 ていろヒわっこりし,す。最上朝鮮で泉↑絶レ影几ιけとたし

言日べヽて計らヒ生芳史の角暉B月 、分冷■どおウしろtヽ万T究 テーマが`ごみごろしてい卜す。
な買∩皆様もC2t′ c御盤 ファ/に ■,て みatん が.

さて、私け泉向きはウ御屋与めですけど、虫業も六婚きでよく孫準ヨt行 っています.

t力 tヽ、 今年1↑ 雨にんれうれ、主んtい な目にない
'tた

。 来年はこルなしヒ1す ら

しヽヒ′ヽリキッていきす。

今後夫、にしくお壻ヨ民い たヽし:す ,
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漁 正
減ラ tノ ||↓

口召
あt

日ワ予や南7/-3タータ (テ /″ノ
島尼出に3θ 分、多摩丘崚め麓 、日ワ,キ ■柱んざぉ ります。 主に虫果tね てお ソま

す。最近L暉 み供も二人になり、外ットt物れる静)会 もケ■く、そ̂分孫,P相肴■Lマ

お り ます。今司l.イロ体 け、え 品 でヽ え てく方ぼ う しいで すわ ,ゼ フリ ピ
.一

日 中見 て い

てしあさまtん。
ワ子外品け野クト品で、/頭 ノ頭にも労と【孫泉した争や、その時逃げられた佃体「『

ど`、たハt、 えヽ、ヽ忠がありどん■イ風林でも大切にtて おります。去キぅえ、南フじ
つοスのりし岳′Pan′ 畠 荒ヽ島タハ山々 にじ、て来たのですが、間ノ岳̂ユ 頑R“ 孫った
ヾヤ マカラ ズァ ゲ ハ r」 ど、二4米 の山 丁貞τ才糸,た蝶 な ん て 、一ろ大 t刀 に tた い も 4

です。
又、最近蝶.品伯改スが虫来たらな―こ尾ったりしており)0.キ リ〕マの、馬鹿

でかしヽ僕と力ヽ ウスノヾ'シ ロハ訴系史入リヒか、こん″ガけ無朔]に してし、麦雑を作、

たりιて、久わ2た炊が'羽んとたげ～げι“とをルでいます。

多孝虫のなにλttt tて ぃただき、ι々 刺激t丘 1ナ ました。今後どιよろtく あ`
願 y蒙 け す。

曰 守
よυろ

Lnz_f rl 3 - il - E (rru)
生まれし肴ぅう、東京ば足tロ ク現在 も一オ|コ 人生者 とπいます。

み縁^生 吻
=,7ウ

米モ1台ぬ、大学の同や子会で猪ス敏堺民とらり合い、粛虫琳りPの な
なセ族わり各地に孫集■少掛|ナ まtた 。    '
社会人にはってがら(よ 、あより時Peqの ネ裕が■<野タトによう機絵がめ,さ り独り

じフぅ個腎丘が'時 々々 間の話を利世界のこ・ヒく閉くのみでした。
卒業して/′ 寿逝メ孫集らにい琢賓が恋来ず、たよにげ野外ぴ新鮮な空気をうい、

´パのび ヒ虫才仁りが したくな り、たまた ま塩 日気に話 tし たところ多を女の孫 集合

が開↑魚、な質タトでも参力]さ せてくれるとP4qき 、孫集合にあ勤]さ せていただt tt t

ん。またこの機なに入会亡tて 項〈事卜粛りまとた。

大会に再ヽ t、 lじ きく了承 tい たヽだ tま tた/二 平会長、雨営ん、及び'λ 会のオツ

カリt作 ,■ くれた塩日気に、こ∩言ん衡をぁサリしておれ 申 t上 りすす。

今〃よ、な員の方々 べ 才゙旨導tお願しヽt]つ 。

⊂

之
μ

だ

○

|
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イた ワ予
ハ

雄

練馬E春 日町ノーター
/ノ ラ超JノF←/%)

/7∫′年4月 7日 、四|]に 性まれ、言住tも かJ監したょぅ|・ 、IEl合 のん拠の下にけ
ヤマカザシャ、 ンデ

.ム
シ、tン 今⊃ガ̀な が、0末イ寸ラ毎さのビンめヤで、お集子の痛の

マに1志 、アデノヽ今ョう、こンンロチョうぃ′力lム がうヵt回 、てtヽ ました。tミ t株 6

ため/θ セン今イ立のラスい綱t作ったり、魚渥で、魚の頭こしうって珠メ 、シデ'4ンを
孫 りに行った り、 自己紹)を 言くに 当 って、 しヽろいうな事卜 偲 い虫されますo ιり｀

し、アく考えてみろヒ、移ゥ今し太tた違いしl」 く、。住、今持、ていう三角7T― ス
ネット,標本痛イが、薔在ったしのと格気のたがあぅだりで、虫毛株うえ持ちは、
太t【 進歩t又 いないょうr」 気がします。金じヤ的には、休ふ

`え

ぁえができ、者は、生
〕ね故ガレ場輌痴ムなけぴ采彙tて いたのが、今け、全によかtて 、ぃぅしヽぅな士ナι

:子1]足f名ィli:ち「ヽ1嫌醒忠|[｀す;れ
だ嗜くいういゑ←ちビ

うだ バカぴけないつもりだ し、どうウが

ビリしt/百 ん rJ、 lヽナ ピ・

考リキ代、2回 維.ミ のよう暉ャクデ■性考り`ら足モうんうべく:孫 集をし■くな

サitた が、「午言全、人間がヽ クデ|し造ルれていろぅが、今だに野ルをとり目ってし`

まう。体■
^日

に、l駒が峰ったりうらヒ、しヽらいらしてこて、たまぅ てくうヒ、つ
いパん権tと ヽヽうことにいりますが、

'号

其月的に哀く■o｀ ったりして半分ガッカリとて
いき葛,

チ見在、月一日の倒なし、仕事ハ理由で、藩1月 花に■,て し1、 たりtて 、)だ 、

族ヒ名前之屯ルら71t:七 んが、メ名と、自しくお薇、1し ます.

◇新 入 会 買 の紹今 ◇
稗 3の 方 が々入金致 tま した。萱 しくイηメ摯負い致 とすす。

llt欠
デサ不曖` )

ん Z 〒 住 P千 胤業 嬌
あた帥 3′

像社買 33

会社員 3争

猥金工 31

なれ員 夕5

な社魚 26

TL~L
03‐ 435-27'3

θイ呵
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″―/257

ot- 6zo-16t2

θ
`27-2`-3355

〃″牛 %/
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/左 未々尤― /7争

竹肉鬼弥 277

東京渚予世田令区りし沢5-21-/

京彙堵T日ワ予やЙ平 /-3ダータ

宋烹老T足立区中|'13~′
|一 δ

彙諸「練鳥匡和L蟹乳プ:

"ネ

名,町日や高年及/ダ∂~8
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イ
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｀

き

Ｑ

う
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ヱ韮上

蔦件脚赫Stt ρθρ西☆
毛ンキアゲリ＼の駅常型

Lシ キアげハ λ′じ力ιθ

ムeル先が 供とcθ・:ωたπゞ  θけιcぃ
の呉悌理モ7+歳 tて ぃぅので

報も(て ぉく。

デ―`夕1す

/♀ ′キ葉県君′わ炎未Dロ

/θ ,X./7δ O 冷可喬ヨ1イし.

君十やで'株集(た 2型のメ
ス(正 準理)よ り孫

`口

|て 枷

日した向がうフ〕イじtた もので
あヶ

暴卓■′ほ|↑ 後麹粛ノ脈(又嗜

ワお|ヤ片K)力や欠オ貢tて

'う

り、
そめため歿面姦衝共に、自グ

が融εtて が夫2ァ の白
"があろにこうが大き可白り/ケ

に幕っていう。まF同 じ理由
で確期節 外級のら状体系知t

立統して|し フ́・毛形成とてい
る。外縁突こし縮小tて おり

翅f夕 異常乏うに ち`ことマいう。
りも、この同~9F群より

'1
/し tル個イヽ中に頭艦■ホス方

ンスのものがあり(未発れ)

喫味男程いのて"、 この~月イの界
イで拿司袴をしてい平す。

(7京 上;泉面,下 ;歿働 )

ぐ〒/δ 7 ′卜平わし平町3丁目3-3‐2η)

L



編 集 後 記

ャ

"ん

l_完 2;学 t多、、てもう、ヽました。ベニしア1び 、
ヽ`力全になり

'tた
が、やはり島尋西がガヽ吻たのようり気がし

ょう。満水氏∩3L手 ほヤ間に友ヒ1」 言え、マダ'ラ チコう

ηざたんがあります。(髪酢あ民のi承 しんら〔く、ユニ

/3そ )ヽ人峰の居ス縞募うに申′です。
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関束の人にも今マネ見しみ人
:す 。助g3弾 lt扶 ]イ寺し:し

の

'3さ

I」 人の針なうす
｀
夕乞

―クですねρ
(羽 ,島 )

D
――《日 )尺 》――――GROUP TAMAMυ SHl VOL.5 Nall。 30。 SEP 81

『関西の夕粘【あいス よよ
2、 N二 Lレ カラスンノミ一――――――〔ヤワ予ェ短司

ざ`あt＼ さつ ――――――――――一―――――(イ≧: t王]

シスコιレ′マグラーーーーーー十一―(橋本定雄

中口孫疵 ら一― ――一―一―(羞際 六

会員の濠顔

6にθ卜t tcPο rt*しなァゲリヽの乳♯型一―――解藤 ヌ〕

編 集後記 ―一 ――

う
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